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■リハと栄養管理を同時に考える
　リハを行っている高齢患者は低栄養なことが多く，不
適切な栄養管理のもとでリハを行うことで栄養状態がさ
らに悪化することが少なくありません。こうしたことを
防ぎ，リハと栄養管理を同時に効果的に行うのがリハ栄
養です。そのためには，人の生活機能から社会状況まで
を包括的に評価する国際生活機能分類（ICF）に基づい
て患者をとらえ，リハの効果を最大限に高める栄養管
理，もしくは栄養管理にあわせたリハを考えていくこと
が重要です。ICFは，リハ栄養に限らず，医療全般で重
要になるのですが，薬剤師の世界ではあまり知られてお
らず，私自身もリハに関わるようになって初めて知りま
した。薬剤師はどうしても疾患の原因とその治療に意識
が集中しがちですが，それだけではなくて患者を生活環
境や社会参加までを含めて広く人間としてとらえること
が大事です。リハは患者が元の生活に戻るためのものな

ので，自然とICFの考え方が重要になってきます。
　超高齢社会のなかではリハ栄養の必要性は高まりつつ
あったものの，実際にどのように取り組めばいいのかが
わからない，という声が多く聞かれました。こうしたこ
とから，日本リハビリテーション栄養学会では「脳血管
疾患」，「大腿骨近位部骨折」，「急性疾患」，「成人がん」
の4領域について2年をかけてエビデンスを収集・評価
してリハ栄養診療ガイドラインをまとめました。特徴の
1つは，医師，歯科医師，管理栄養士，セラピスト，看
護師，臨床検査技師といった多職種で作成したことで
す。私は薬剤師としてがん領域のガイドライン作成に中
心的に携わりました。

■脳血管疾患，大腿骨近位部骨折，急性疾患リハ患者で
強化栄養療法を推奨
　4つの領域のうち，脳血管疾患と大腿骨近位部骨折，

東　敬一朗
H I G A S H I  K e i i c h i r o

浅ノ川総合病院薬剤部

　高齢患者の退院後のQOLを高めるためには，生活
機能を最大限に高めるリハビリテーション（リハ）と
栄養管理がともに重要となる。しかしながら，これま
で相補的な関係にあるリハと栄養管理を並行して行う
ことの重要性は理解されながらも，そのための明確な
指針は存在しなかった。こうしたことから，日本リハ
ビリテーション栄養学会はリハと栄養管理を同時に行
うための指針として「リハ栄養診療ガイドライン」を
作成，2018年10月に公開した。今回，同診療ガイ
ドライン作成委員に薬剤師として参加した浅ノ川総合
病院薬剤部の東敬一朗氏にガイドラインの概要と活用
のポイントについて話を聞いた。

初のリハ栄養ガイドラインが完成
──重要なリハ患者の栄養管理
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特 集

皮膚・粘膜障害を起こしやすい薬剤

予防とケアがよくわかる がん治療の皮膚・粘膜障害

はじめに

　抗がん薬による皮膚障害は，時に患者の外見を大きく
変え，患者に心理的・社会的な苦痛を与えることとな
る。治療中の患者からは「こんなに湿疹がひどくて人前
に出られないなら，治療をやめたい」との訴えを聞くこ
ともある。ある種の抗がん薬による皮疹はその臨床効果
とも相関することが報告されていることから，各抗がん
薬の皮膚障害のプロファイルをよく理解し，セルフケア
や対症療法薬の適正な使用などについてあらかじめ丁寧
な服薬指導をし，副作用を重篤化させないことも薬剤師
の重要な使命の一つともいえる。
　その抗がん薬による皮膚障害の多くは，薬剤の細胞毒
性により皮膚が障害されるため，発症時期や重症度は用
量依存的であり用量を調節し皮膚症状対策を行うことで
患者のQOLを保ちながら治療の継続が可能となるが，
その症状や外見は患者に精神的・身体的な苦痛を与え治
療継続の妨げになることもある。近年ではタキサン系抗
がん薬による皮膚症状や免疫チェックポイント阻害薬に
よる皮膚障害も問題となっている。

　また，がん治療における口腔粘膜炎は抗がん薬の口腔
粘膜直接障害によるものや骨髄抑制による感染で発症す
るものなどさまざまな機序で発現する。時に重篤化し激
しい疼痛から摂食へ影響を及ぼし，体重減少や栄養障害
を引き起こし，治療継続の妨げになることもあるため，
予防や早期の対症療法が重要となる。
　本稿ではがん治療において患者のQOLや治療継続に
影響を与える手足症候群，ざ瘡様皮疹，爪障害，色素沈
着，口腔粘膜炎を起こす薬剤を総合的に整理する。

手足症候群（HFS）の
発現頻度・発現機序

　手足症候群（hand-foot syndorome；HFS）は手掌や
足底など圧力や摩擦のかかるところ，角質が厚くなって
いるところに発現しやすく，紅斑，水疱，角化，亀裂形
成などを生じる皮膚症状である。HFSを起こす主な薬剤

（表1）には，殺細胞性抗がん薬ではカペシタビンやテガ
フール・ギメラシル・オテラシルカリウム（以下，S-1）
に代表されるフッ化ピリミジン系抗がん薬や，ドセタキ
セル，ドキソルビシン（リポソーム注射剤），シクロホ

伊與田友和
IYODA Tomokazu

�がん治療に伴い出現する外見の変化は，重症化して生命をおびやかすことはほとんどないが，心理・
社会的な苦痛をもたらしQOLの低下を招く。

�フッ化ピリミジン系抗がん薬，EGFR阻害薬は皮膚障害，粘膜障害を起こしやすい薬剤が多いため，
セルフケアを含めた患者指導を丁寧に行う必要がある。

�免疫チェックポイント阻害薬は免疫賦活により多種多様な皮膚障害を発現することがあり，従来以上
に皮膚科との連携が重要となる。

慈山会 医学研究所付属 坪井病院薬剤部

Points
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FDAのHPで製品情報を探すときに 
最も簡単な検索ワードは「label」

指導薬剤師：この薬は妊婦への投与に対して「使用経験がない」としか書かれていな
いね。これだけの情報だと投与してよいか判断に困るから，FDAに詳しい情報がな
いか調べてみてくれないか？
学　生：…FDAのホームページをみましたが，議事録や注意喚起の文書ばかりです。
関係ない文書がたくさんでてきますが，どこにも妊婦に関する情報がありません。

指導薬剤師：製品情報を検索するときに，どんな単語を使った？

学　生：決まっているじゃないですか。薬の詳しい情報を知りたいときは，「Interview 
Form」で検索ですよ。

　残念ながら，海外では「インタビューフォーム」とい
う言葉を使いません。添付文書という意味では一般的に

“prescribing information”，“package insert”などの単

語が多くみられます。日本のインタビューフォームに近
い意味の単語として“Product Information”と表記さ
れることもありますし，“summary”として添付文書に

宮川　泰宏　MIYAGAWA Yasuhiro
名古屋大学医学部附属病院薬剤部

第14回 海外ではインタビューフォームと
よばない
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大路　　剛　OHJI Goh
神戸大学医学部附属病院感染症内科

　2019.6（Vol.61 No.8）── 87 （1439）

はじめに
　いままでの連載では，患者から得られる情報源には3種類あることを学んでいただきました。すな
わち，情報源I．病歴・自覚症状，情報源II．身体診察による身体所見，情報源III．臨床検査・画像
検査・生理検査などの検査からの情報でした。そして，前回はこの情報源I．が活用できる現場での
患者の異常の診断についてざっと駆け足で説明しました。感染症以外にもさまざまな原因があること
がおわかりいただけたかと思います。今回はこの情報源I．が使用できない場合の患者診断の方法に
ついて概説していきます。

患者からの情報源が使えない場合は 
バイタルサインの異常に注目する

　患者からの情報源（情報源I．病歴・自覚症状）が使えない場合とは，実際の臨床現場では自分の
訴えを伝えられない新生児や小児，認知症の成人症例などです。言語を含めた円滑なコミュニケー
ションができない場合も同様です。これらの場合，前回でもお話ししたように身体診察の一部の所見
も情報源として使用できなくなります。またこれらの場合は，いわゆる患者の間隔（視覚，聴覚，嗅
覚，触覚，痛覚など）に頼った新たな主訴はありえないことにも注意が必要です。このようなケース
では，情報源II．身体診察による身体所見の王様であるバイタルサインに異常がないかを確認してお
くことが必須です。逆に情報源I．病歴・自覚症状が得られる場合でもバイタルサインが異常であれ
ば，ここからすぐに異常の原因の鑑別診断をあげていく必要があります。

身体診察による身体所見の使い方3第 回
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その症状は医薬品が原因なのか？！
副作用の可能性を考えるときに，脳内ではどんな考えがせめぎ合うのか？！
3つのステップで副作用を推論しよう！

3stepで
考える！

31

この「筋力低下」は免疫チェックポイント阻害薬
による免疫関連有害事象ですか？

吉野　真樹　YOSHINO Masaki
新潟県立がんセンター新潟病院薬剤部

・�医薬品によるミオパチーの特徴を説明できるようになる。
・�筋力低下を生じさせる薬剤，および他の要因についても知りたくなり，調べてしまう。
・�医薬品によるミオパチーを疑ったとき，そのもっともらしさを言えるようになる。

　50歳男性。約1年前，咽頭痛や嗄声，長引く咳を主訴に受診し，扁平上皮がん（Stage� IIIA，EGFR-
wild）と診断される。その1カ月後より初回化学療法として，アルブミン懸濁型パクリタキセル＋カルボ
プラチン併用療法を4コース施行したがProgressive�disease判定となった。二次治療検討のため，再度
精査を施行したところPD-L1高発現（Tumor�Proportion�Score�50％）であり，半年前からニボルマブ
の投与を開始した。
　6コース時（ニボルマブ開始2カ月後）に甲状腺機能低下と副腎機能低下を認めたが，レボチロキシン
とヒドロコルチゾン開始によりこれらの検査値は正常化したため，ニボルマブ治療は継続された。
　10コース時（同4カ月後）の面談で持続的なだるさを訴え，12コース時（同5カ月後）では強い筋肉
痛と脱力感の訴えに進展した。また，化学療法前の定期血液検査において10コース以降に緩徐ながら血
清K値の低下傾向を認め始めたため〔K3.4（10コース時）→3.0（11コース時）→2.4（12コース時）
→2.3（13コース時）〕，13コース時よりL-アスパラギン酸カリウム錠900mg（5.4mEq）/日を開始した。
　14コース時（同6カ月後），独歩で来院されたが，看護師問診情報ではひどく疲れたような印象であっ
たという。化学療法前の検査値結果では重篤な低K血症（K2.0mEq/L）を認めたため，ニボルマブ投与
は休止，緊急入院となり，速やかに経静脈的カリウム補充療法（20mEq/日〜）が開始された。入院後に
薬剤師が面談したところ，症状を感じ始めてから数カ月間（2カ月間くらい）にわたり徐々に悪化を感じ，
入院直前の数日間は日常生活も困難で，階段を這って上っていたという。特に下肢を動かす際に苦痛を感

今月の一例
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患者さんが「もう死んでしまいたい」と
訴えたときどうする？
～希死念慮について～

第10回

清水　　研　SHIMIZU Ken
国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科 科長

安田俊太郎　YASUDA Shuntaro
横浜市立大学附属市民総合医療センター薬剤部

第10回は…
　がんなどの身体疾患に罹患した患者さんは，過度の
ストレスから，「死んでしまいたい（＝希死念慮）」と
考えるようになることがあり，最悪の結果として自殺に
至ってしまうこともあります※。ですので，希死念慮に
関する訴えを聞いたとき，「本当に自殺をしてしまった
らどうしよう」と心配することは当然だと思います。
　希死念慮を訴える患者さんのこころの中には，「死
にたい」と「助けてほしい」という，相反する気持ち
が同居しているといわれています。また，「死にたい」
と訴えたとしても，それは本当に自殺を考えているわ

けではなく，「それぐらいいまの状況がつらい」とい
うことを伝えたかったということもあります。私は希
死念慮に関する訴えを聞いたとき，患者さんがSOS
を発信していると理解します。そして，患者さんの訴
えにきちんと向き合えば，苦しみをきちんと理解する
ためのきっかけになると考えています。本稿を読んで
いただくことで，希死念慮への対応法を理解していた
だけると幸いです。

※�がん罹患後1年以内の自殺リスクは，一般人口の23.9倍
というデータもあります1)。

登
場
人
物

患者　上山真由 さん 	 54歳女性。専業主婦。62歳の夫，24歳の娘と3人暮らし。

主治医・呼吸器内科の藤岡真一 先生 	 卒後15年目で臨床経験が豊富。

担当薬剤師・薬丸 正 先生 	 600床の総合病院に勤務する薬剤師で10年の臨床経験がある。一生懸命
で物事に誠実に取り組む人柄。清水先生とは以前緩和ケアチームでいっ
しょに働いていたので，患者のことで対応に困ると，ときどき病棟でつかま
えて相談にのってもらう間柄。

緩和ケアチーム・清水 研 先生 	 薬丸先生がもやもやしているときに，タイミングよく現れる精神科医。患者
さんのこころのケアを行うだけでなく，医療者の心理的なサポート，難しい
場面での相談にもよくのっている。
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監 修

ローブレナ®錠の概要
医薬品名：ローブレナ®錠25mg，100mg
一般名：ロルラチニブ
有効成分と含量：ロルラチニブ25mg，100mg

1．効能・効果
　ALKチロシンキナーゼ阻害剤に抵抗性又は不耐容の
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細
胞肺癌

2．用法・用量
　通常，成人にはロルラチニブとして1日1回100mgを
経口投与する。なお，患者の状態により適宜減量する。

3．特　徴
　ローブレナ錠については，本連載の第26回（2019年3
月号）でも取り上げています。前回は主に有効性や効
能・効果を中心に解説しています。本剤は既存のALK阻
害剤（クリゾチニブ，アレクチニブおよびセリチニブ）

に対して耐性となるL1196M，G1269A，I1171T及び
G1202R変異を有するALK融合タンパクのチロシンキ
ナーゼ活性を阻害します。
　本剤は「条件付き早期承認制度」の指定を受けてお
り，評価資料として用いられている臨床試験は国際共同
第I/II相試験（1001試験）のみであることから，前回

（2019年3月号）では，特にこの1001試験の対象集団や
有効性と効能・効果の関係について審査報告書から読み
取れる裏側について詳しく解説しています。
　今回は安全性，特に併用禁忌のリファンピシンとも関
連するCYP3A誘導剤との相互作用に着目したいと思い
ます。

4．CYP3A誘導剤との相互作用
　本剤は，併用禁忌としてリファンピシンが指定されて
おり，添付文書におけるその理由は「ALT及びASTが
上昇するおそれがある」ですが，その機序は不明となっ
ています。また，「薬物動態」の項参照とあるので，確
認すると「健康成人12例に本剤100mgをリファンピシ
ン（600mg 1日1回反復投与）と併用で単回経口投与し

ローブレナ® 錠25mg，100mg
（ロルラチニブ）Part 2

第29回

大野　能之
OHNO Yoshiyuki
東京大学医学部附属病院薬剤部
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